日本製タオルのやさしい風合いと
京都生まれのテキスタイルデザインの融合です︒

SO-SU-U

世界で広く使われているアラビア数字をモチーフにしたテキスタイルデザインです。
シンプルながらも、独特な手描きのタッチが魅力的。

そすう

『新しい日本文化の創造』をコンセプトにオリジナルテキスタイルを作成し
地下足袋や和服、家具等を製作、販売する京都のブランド。
脇阪克二による SOU・SOU のテキスタイルデザインは
日本の四季や風情をポップに表現している。

1944 年 京都生まれ。
1968-76年 フィンランドのマリメッコ社。
1976-85年 ニューヨークのラーセン社において
インテリア・ファブリックのテキスタイル・デザイナーとして活躍。
1986年帰国 ニューヨーク時代より20 年にわたり、
ワコールインテリアファブリックにてコレクションを発表。
陶器、絵、布、絵本など幅広い表現の中で作品を生み出し、
2002年より再びデザインに重点を移し、
1996年 < マリメッコ社 > からファブリック・コレクションを発表。
2005-08年 京都造形芸術大学客員教授として就任。
現在、「SOU・SOU」でのデザインづくりを楽しんでいる。
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SO-SU-U
（パイルジャカード・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 600

約25×25cm

6165001600 JAN4992272633573

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

約34×36cm

6165001700 JAN4992272633580

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

6165001800 JAN4992272633597

約60×120cm

6165001900 JAN4992272633603

ミニタオル

テキスタイル
デザイナー

脇阪 克二
Katsuji Wakisaka

バスタオル

本体価格 ￥ 2,800

認定番号：第2017-1638号

日本製
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白菊

カラフルでポップな上質タオル。

花あり

( しらぎく )

雑草の中に点々と小さい白い菊が並んでいる様を表した

「花あり」というのは はんなりの語源。

シンプルでカワイイ図案。

SOU・SOU の魅力的なテキスタイルをジャカード織りで表現しました。
肌触り良く、毎日使うのが楽しくなるタオルです。

その言葉どおり上品で明るく はなやかな雰囲気のテキスタイル。

白菊
（パイルジャカード・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）
約25×25cm

6165001200 JAN4992272633535

ミニタオル

本体価格 ￥ 600

約25×25cm

6165005000

JAN4992272645262

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

約34×36cm

6165001300 JAN4992272633542

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

約34×36cm

6165005100

JAN4992272645279

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

6165001400 JAN4992272633559

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

6165005200

JAN4992272645286

約60×120cm

6165001500 JAN4992272633566

バスタオル

約60×120cm

6165005300

JAN4992272645293

バスタオル

本体価格 ￥ 2,800

日本製

認定番号：第2017-1639号

( きくづくし )

椿文

花びらが幾重にも重なった菊の花

ぽってりとした花の形が愛らしい椿文様。

リズミカルでモダンなデザイン…。

菊づくし（無撚糸2パイルガーゼ・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）

椿文（無撚糸2パイルガーゼ・プリントネーム・今治タオルブランドネーム付き）

無撚糸

認定番号：第2017-2313号

路地

( ぬのしばそらばら )

本体価格 ￥ 2,800

( ろじ )

青い空、緑の芝生、満開の薔薇。

茶室へと向かう路地の打ち水された石畳を

心地よい初夏の風景を表したデザイン。

大胆に描いたポップなテキスタイルデザイン。

布芝空薔薇（無撚糸2パイルガーゼ・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）

日本製

路地
（無撚糸2パイルガーゼ・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）

本体価格 ￥ 600

約25×25cm

6165000800 JAN4992272633498

ミニタオル

本体価格 ￥ 600

約25×25cm

6165005400 JAN4992272645309

ミニタオル

本体価格 ￥ 600

約25×25cm

6165003500 JAN4992272645118

ミニタオル

本体価格 ￥ 600

約25×25cm

6165003900

JAN4992272645156

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

約34×36cm

6165000900 JAN4992272633504

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

約34×36cm

6165005500 JAN4992272645316

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

約34×36cm

6165003600 JAN4992272645125

ウォッシュタオル 本体価格 ￥ 600

約34×36cm

6165004000

JAN4992272645163

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

6165001000 JAN4992272633511

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

6165005600 JAN4992272645323

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

6165003700 JAN4992272645132

フェイスタオル 本体価格 ￥ 1,200

約34×80cm

6165004100

JAN4992272645170

約60×120cm

6165001100 JAN4992272633528

バスタオル

約60×120cm

6165005700 JAN4992272645330

バスタオル

約60×120cm

6165003800 JAN4992272645149

バスタオル

約60×120cm

6165004200

JAN4992272645187

ミニタオル

バスタオル

本体価格 ￥ 2,800

認定番号：第2017-2283号
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布芝空薔薇
( つばきもん )

花あり（無撚糸2パイルガーゼ・プリントネーム・今治タオルブランドネーム付き）

本体価格 ￥ 600

ミニタオル

菊づくし

( はなあり )

無撚糸

日本製

本体価格 ￥ 2,800

認定番号：第2017-2312号

無撚糸

日本製

本体価格 ￥ 2,800

認定番号：第2018-225号

無撚糸

日本製

本体価格 ￥ 2,800

認定番号：第2018-228号

無撚糸

日本製
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ミニタオルシリーズ
いろはごっこ、組手、天竺牡丹…
自由で楽しい和のミニタオルが並びます。
ちょっとした、贈りものに最適です。

いろはごっこ
（無撚糸2パイルガーゼ・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 600

南天竹
（なんてんちく）
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥ 600

6165002500 JAN4992272645019

6165003200 JAN4992272645088

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

ミニタオル／約25×25cm

認定番号：第2017-2376号

日本製

組手
（くみて）
（無撚糸パイルジャカード・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 600

日本製

明かり窓
（あかりまど）
（パイルジャカード・織りネーム）

刺繍ブローチ
金平糖、南天、北の国…
人気のモチーフが
素敵な刺繡ブローチに
なりました。
自分使いも、ちょっとした
プレゼントにもしたい
日本製オリジナルブローチです。

本体価格 ￥ 600

6165002800 JAN4992272645040

6165003300 JAN4992272645095

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

ミニタオル／約25×25cm

認定番号：第2018-137号

日本製

日本製

北の国
（きたのくに）
本体価格 ￥ 3,000
6165006100 JAN4992272633610
刺繍ブローチ／H4.1×W6cm

日本製

まり
（無撚糸パイルジャカード・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 600

笑顔
（えがお）
（パイルジャカード・織りネーム）
本体価格 ￥ 600

6165002900 JAN4992272645057

6165003400 JAN4992272645101

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

ミニタオル／約25×25cm

認定番号：第2018-135号

日本製

SO-SU-U 五色
（そすうごしき）
（無撚糸パイルジャカード・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 600

日本製

金平糖
（こんぺいとう）

南天
（なんてん）

本体価格 ￥ 3,000

本体価格 ￥ 3,000

6165006200 JAN4992272633627

6165006300 JAN4992272633634

刺繍ブローチ／H4×W5.5cm

刺繍ブローチ／H6×W4.5cm

日本製

一二三
（ひふみ）
（無撚糸パイルジャカード・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 600

6165003000 JAN4992272645064

6165002600 JAN4992272645026

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

ミニタオル／約25×25cm

無撚糸

認定番号：第2018-133号

日本製

認定番号：第2018-136号

日本製

天竺牡丹
（てんじくぼたん）
（3色毛違いジャカード・織りネーム）

うらら
（無撚糸パイルジャカード・織りネーム・今治タオルブランドネーム付き）

本体価格 ￥ 600

本体価格 ￥ 600

6165003100 JAN4992272645071

6165002700 JAN4992272645033

ミニタオル／約25×25cm

ミニタオル／約25×25cm

認定番号：第2018-134号

日本製

ほほえみ

文
（ふみ）

本体価格 ￥ 3,000

本体価格 ￥ 3,000

無撚糸

6165006400 JAN4992272633641

6165006500 JAN4992272633658

日本製

刺繍ブローチ／H3×W6.5cm

刺繍ブローチ／H6.5×W3.3cm

日本製
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日本製

日本製
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フェイスタオルシリーズ

間がさね
（まがさね）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

本体価格 ￥ 1,200

本体価格 ￥ 1,200

6165000400 JAN4992272633450

6165000500

6165000600

フェイスタオル／約34×80cm

フェイスタオル／約34×80cm

金襴緞子
（きんらんどんす）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

文
（ふみ）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

JAN4992272633467

認定番号：第2017-1501号

日本製

桜づくし
（さくらづくし）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 1,200

本体価格 ￥ 1,200

6165004400

6165004500

フェイスタオル／約34×80cm

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

月と星
（つきとほし）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

JAN4992272645200

認定番号：第2017-2308号

日本製

よろこび
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

本体価格 ￥ 1,200

本体価格 ￥ 1,200

本体価格 ￥ 1,200

本体価格 ￥ 1,200

本体価格 ￥ 1,200

6165000100 JAN4992272633429

6165000200 JAN4992272633436

6165000300 JAN4992272633443

6165004700 JAN4992272645231

6165004800

フェイスタオル／約34×80cm

フェイスタオル／約34×80cm

フェイスタオル／約34×80cm

フェイスタオル／約34×80cm

フェイスタオル／約34×80cm

フェイスタオル／約34×80cm

認定番号：第2017-1505号

日本製

認定番号：第2017-1506号

日本製

認定番号：第2017-1504号

日本製

認定番号：第2017-2351号

日本製

JAN4992272633481

認定番号：第2017-1502号

日本製

糺の森
（ただすのもり）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 1,200

JAN4992272645217

フェイスタオル／約34×80cm

認定番号：第2017-2306号

6165000700

フェイスタオル／約34×80cm

日本製

6165004600

JAN4992272645224

フェイスタオル／約34×80cm

認定番号：第2017-2311号

日本製

京の優雅
（みやこのゆうが）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 1,200

JAN4992272645248

認定番号：第2017-2310号

日本製

北の国
（きたのくに）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

6165004300 JAN4992272645194

6165000000 JAN4992272633412

日本製

フェイスタオル／約34×80cm

認定番号：第2017-1503号

おおらかとりどり
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）
本体価格 ￥ 1,200

JAN4992272633474

本体価格 ￥ 1,200

本体価格 ￥ 1,200

認定番号：第2017-1499号
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金平糖
（こんぺいとう）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

日本製

はじまり
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

認定番号：第2017-2309号

SO-SU-U 五色(そすうごしき）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

松は松らしく（まつはまつらしく）
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

本体価格 ￥ 1,200

認定番号：第2017-1500号

SOU ・SOU の大人気テキスタイルが、勢揃い！
どれも欲しくなるような、ガーゼ＆パイルの日本製フェイスタオルです。

うらら
（表：ガーゼ／裏：パイル・染料プリント・織りネーム・
今治タオルブランドネーム付き）

日本製

6165004900

JAN4992272645255

フェイスタオル／約34×80cm

認定番号：第2017-2307号

日本製
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